
第１回交通対策検討会（渋滞・安全対策分科会）(H30.7.26) 

【二輪車事故対策：主な意見(案)】 

 

・ジョイントのすべり止め抑制対策等のリスクを低減させることは有効。但し、

一般論として、リスクを低減させるとドライバーは無理な運転をする傾向があ

り、リスク低減が部分的なためにリスクレベルがばらつくと，相対的に高いリ

スクの箇所のリスクをさらに悪化させる恐れがある。 

・一般的に二輪ライダーは、特にカーブ区間では自分が走るラインをトレースし

て線形（カーブ内側）を見る傾向にある。このため壁面（カーブ外側）はあまり

見ないため、壁面への注意喚起は有効とは言えない。比較的余裕のある直線区

間での情報提供が有効。 

・看板や文字サイズの大型化は有効であると思われるが、瞬時に読み取りやすい

適正なサイズ・間隔で設置することが望ましい。 

・走行中の情報提供手段としては、音声通知が有効。 

・最近は，二輪車も四輪車も性能が向上しているため，ドライバーが多少無理な

運転をしても車両技術で事故を回避できる場合がある。本来の安全運転走行に

ついて、もっと広報、啓発活動していくことが重要。 

・今回の対策の考え方は有効と思われるが、定量的な評価を続け有効な対策の検

討を進めていくことが重要。 

以上 
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・首都高速道路における二輪車の交通安全対策実施方針（案）

・首都高速道路の二輪車ライダーへのアンケート調査結果（速報）



 

首都高速道路における二輪車の交通安全対策実施方針（案） 

【０．安全対策の基本方針】 

 

【１．二輪車の重大事故を踏まえた対策強化】 

 〇 二輪車乗員の転落防止に寄与する対策の強化 ：対策実施中 

以下の箇所にフェンス等を設置（計９か所）             

   

「二輪車乗員の転落事故が発生した箇所（３か所）」 

⇒ ４号（下）外苑出口、１号（下）本町付近、狩場（上）阪東橋出口 

「二輪車の死傷事故が発生した急カーブ区間のうち、フェンス・遮音壁が

設置されていない箇所（６か所）」 

⇒ 江戸橋 JCT（２箇所）、浜崎橋 JCT（２箇所）、三番町カーブ付近、 

両国 JCT 

 〇 入口部閉鎖幕の視認性向上による対策の強化 ：対策検討中 

 

【２．二輪車事故実態及びライダー意見等を踏まえた二輪車事故対策】 

【２．１ 二輪車ライダーへのアンケート調査結果に基づく対策の強化】 

 「ジョイントが滑りやすい」⇒ フィンガージョイントの滑り止め補修 

 カーブ区間等の事故発生箇所におけるジョイントを対象に実施 

 「小さい文字は瞬時に認識できないので、大きい字や絵で表示してほし

い」⇒ 文字による小型看板を大型のピクトを用いた看板に統廃合 

 「路面の段差はハンドルを取られやすく逆に危険」、「滑りやすい路面文

字、ペイントはやめてほしい」「舗装の種類の変更で影響を受ける」 

⇒ 二輪車目線の既存対策の工夫・改良 

【２．２ 広報活動の強化】 

〇 二輪車ライダーに向けた注意喚起の強化 

 二輪車独自のリスク（体むき出し、死角、すり抜け等） 

 事故多発箇所やヒヤリハット箇所等の情報提供（HP、mew-ti、チラシ等） 

 警察や教習所、企業等と連携した二輪車事故キャンペーンの実施 

〇 四輪ドライバーに向けた注意喚起の強化 

 二輪車の特性を踏まえた注意喚起（２．の継続実験も踏まえて） 

〇交通安全対策は、事故の発生を未然に防ぐ対策を第一に実施。 

〇特に箇所別の事故発生状況に応じ、事故多発箇所等を中心に、重大事故に

つながる速度超過が原因となる事故の予防として、速度抑制対策等を積極

的に実施。 

⇒これらを四輪、二輪区別なく実施するものであるが、特に死傷事故に繋

がるリスクの高い二輪車については、以下の観点で対策を強化していく。 

＜検討内容＞ 

〇 ライダー意見、首都高の構造がもつリスク等から首都高における二輪車

リスク仮説を整理し、対策（素案）を検討 

〇 二輪車ライダーの利用特性や過去の死傷事故発生地点の状況等、首都高

の二輪車利用実態に加え、二輪ライダーＷＥＢアンケート、実地実験を

基に仮説検証、対策の方向性を検討 

 二輪ライダーＷＥＢアンケート 

 二輪車ライダーカメラによる目線確認実験 等 



首都高速道路の二輪車ライダーへの
アンケート等調査結果（速報）



1.WEBアンケート等概要
（１）WEBアンケート実施概要
・首都高速道路における自動二輪車
を対象にWEBアンケートを実施。

1)実施期間
・2018/6/20～2018/6/28

2)対象者
・１都３県居住者

3)スクリーニング
・二輪車免許保有者かつ首都高速道路利用者

4)回収集
・400サンプル

5）設問数
・スクリーニング：5問、本調査：44問
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（２）首都高HPアンケート実施概要
・首都高速道路HP上でWEBアンケートを
実施。

1)実施期間
・2018/6/13～6/30

2)対象者
・HP閲覧者

4)回収集
・200サンプル

5）設問数
・6問



2.結果概要
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〇WEBアンケート等の結果概要

・二輪車ライダーがヒヤリとする状況として、他車の動きの他、
天候に対しての意見が多い。

・天候に対しては、雨天時は首都高を利用しないといった意見も見られた。
・危険な箇所として、ジョイント部、路面文字、舗装の種類の境等で滑りやすい
といった意見がみられ、舗装に対して特に注意している状況が確認された。

・情報入手手段として、HPやアプリの利用が多いが、カーナビを設置できない
といった意見から、途中の情報提供（天候、渋滞等）への意見や、
音声通知等、走行しながら手軽に情報を入手したいといった意見も見られた。

・首都高HPアンケートでは、ジョイント部の滑り止め、スリップしにくい舗装等が
有効との意見が確認された。

・この他、大型車両等に向けた広報に対する要望が見られた。
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Q1.首都高速道路は主にどの車
種で走行されますか。

（１）回収状況 （２）集計結果
番号 設問 回答者数 有効回答数

Q1：
首都高速道路は主にどの車種で走行されますか。以下の選択肢から１つ
選択してください。

200 200

Q2：
首都高速道路を先ほどお答えいただいた車種で走行している際、周辺に
自動二輪車がいた場合、どの様なことに気を付けて走行されますか。

200 194

Q3：
首都高速道路を先ほどお答えいただいた車種で走行している際、周辺に
普通乗用車がいた場合、どの様なことに気を付けて走行されますか。

200 192

Q4：
首都高速道路を先ほどお答えいただいた車種で走行している際、周辺に
大型車がいた場合、どの様なことに気を付けて走行されますか。

200 196

Q5：
首都高速道路を先ほどお答えいただいた車種で走行している際、ヒヤリ
とした経験がある場所や事象があればお答えください。

200 189

Q6：
首都高速道路を先ほどお答えいただいた車種で走行している際、どうい
う対策が有効だと思いますか。

200 186

N=200s

※数値はサンプル数

自動二輪車
55s
27%

普通乗用車
130s
65%

大型車
15s
8%

Q1：首都高速道路の主な利用車種

自動二輪車 普通乗用車 大型車



４．首都高HPアンケート意見 等

6

Q2.周辺に自動二輪車がいた場合、どの様なことに気を付けて走行されますか

Q3.周辺に普通乗用車がいた場合、どの様なことに気を付けて走行されますか

Q4.周辺に大型車がいた場合、どの様なことに気を付けて走行されますか

36%

65%
60%

36%
30% 33%
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Q1：車種回答

Q2：首都高速道路を先ほどお答えいただいた車種で走行して
いる際、周辺に自動二輪車がいた場合、どの様なことに気を付

けて走行されますか。

挙動関連 走行位置
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Q1：車種回答

Q3：首都高速道路を先ほどお答えいただいた車種で走行して
いる際、周辺に普通乗用車がいた場合、どの様なことに気を付

けて走行されますか。

挙動関連 走行位置
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Q1：車種回答

Q4：首都高速道路を先ほどお答えいただいた車種で走行して
いる際、周辺に大型車がいた場合、どの様なことに気を付けて

走行されますか。

挙動関連 走行位置

＜主な意見＞
Q2：普通自動車、大型車のドライバーは挙動について注視。特にすり抜けや車線変更時の状況、転倒しないかに着目
Q3：普通自動車、大型車のドライバーは挙動について注視。車線変更等に関する意見が多く確認。
Q4：いずれも走行位置に注視するとの意見が多い。大型車の前後につかない、とにかく離れる等の意見がみられた。

⇒大型車についてはいずれの車種でも危険性が高いと判断し、できるだけ近づかないといった走行位置注視。
二輪車に関しては、走行位置よりもその挙動に関して注視
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【自動二輪車ライダーの主な意見】
他車の動きに対する意見が多い

〇他車の動きに対する意見
・ジャンクションでの無理な合流、急カーブでの車線
跨ぎ

・前を走行する車両の急ブレーキ
・方向指示器なしでの車線変更、JCTでの進路変更

〇対策に関する意見
・雨天時のつなぎ目でのスリップ
・フェンスが低い、もしくはないため、カーブも直線
も投げ出される間隔に陥る

〇場所に関する意見
・駒形PA出口でもたつく四輪車が多く、追突の危険
がある。一旦停止にした方が安全

・湾岸線つばさ橋等の路面位置が高い路線で強風時に
あおられやすい

・JCTの合流部、特にトンネル内の右合流は合流車線
が短く、死角も多い

・ジョイント部でグリップが低下

【他車種の利用者の主な意見】
合流部や分流部でのヒヤリハットに関する意見が多

い

〇合流部に関する意見
・合流時に制限速度を超えて走行している車ばかりで怖い
・合流部、譲らない車両が多い
・各所合流地点。首都高は右側からの合流多すぎ、且つ合流車線等が短
過ぎる。

〇他車の動きでヒヤリとしたとの意見
・JCT分流で強引に進路変更されて接触されそうになった
・分岐で道を間違えたであろう車が急に入ってきて接触しそうになった
・カーブで隣の車線を走っている車両が内側に切れ込んでくる

〇渋滞に関する意見
・ブラインドになっているカーブでの渋滞があった時
・渋滞などバイクのすり抜けで危険を感じた

〇場所に関する意見
・雨の日に山手トンネルに入ったとき、フロントガラスが曇り、視界不
良になり危険だと感じた

・（サスペンションの堅いトラックの場合）バウンドせずに衝撃が来て、
開けたばかりの缶コーヒーをカップフォルダに入れて首都高で走れな
い（湾岸線千鳥町～浦安左車線）

Q5：ヒヤリとした経験がある場所や事象。



【自動二輪車ライダーの主な意見】
・合流部、分流部、加速部分を広くしてもらいたい
・専用車線を設ける、もしくは、路肩走行を許可する
・路面の修繕、道路標示のカラー舗装の素材、施工方法の改善
・合流地点で本線側の注意喚起の強化
・車線区分の明確化
・道路の凹凸の整備と高めのフェンスの設置
・つなぎ目への滑り止め対策
・大型車両は死角が多いので、注意喚起、広報確認周知

４．首都高HPアンケート意見 等

8

Q6：どういう対策が有効だと思いますか。

【乗用車・大型車の利用者の主な意見】
・他車の死角に入らず、車間をあけ「かもしれない運転」を心がける
・高速隊を大増員して取締りを大幅強化
※自己防衛もしくは取締り強化に対する意見が多い（約3割）

・適切なオレンジ実線部分を設置して不要な車線変更を抑制する
・分流部で行き先ごとの路面の色分け、スペース的な問題もあるが案内看板をもっと大きくする
・カーブが多いため、カーブの先に停止車両や渋滞末尾があると分かり難いので、カーブの先が見えるように
対策。

・カーブ地点を全箇所赤舗装道路、事故多発地点を看板、標識を使い防止啓発を行ったほうが良いと思います。
・首都高走行は視界確保とスピードダウンが重要だと思う。
・分合流を分かりやすくする。または分合流箇所を長くする
・案内看板の視認性と明確な方面案内に努力していただきたい


